
●開催日など諸事情により変更、中止される場合があります

川下大祭
7月14日（土）〜16日（月・祝）
新温泉町浜坂 宇都野神社

（問）浜坂観光協会
TEL.0796-82-4580
浜坂ふるさと夏まつり
花火大会（仮称）
7月15日（日）（予定）
20：00〜21：00
新温泉町 浜坂県民サンビーチ

（問）浜坂観光協会
TEL.0796-82-4580

寺内ざんざか踊り
7月15日（日）14：00頃〜
朝来市和田山町寺内
山王神社 他

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-4003
はっ！ピーマンデー
7月16日（月・祝）10:00〜12:00
香美町村岡区大糠
道の駅「村岡ファームガーデン」

（問）道の駅「村岡ファームガーデン」
TEL.0796-98-1129
気比の浜大宝さがし大会
7月16日（月・祝）10:00〜
豊岡市 気比の浜

（問）豊岡観光協会
TEL.0796-22-8111 
第9回はすまつり
７月21日（土）・22日（日）
8：00〜15：00
豊岡市出石町 奥小野はす園

（出石町奥小野集落入口付近）
（問）奥小野はす同好会（会長宅）
TEL.0796-52-3973
香住ふるさとまつり
７月21日（土）・22日（日） 
花火20:00〜
香美町香住区香住
香住浜海水浴場周辺

（問）総合委員会
TEL.0796-36-3355
荒湯天狗まつり
7月21日（土） 16：00〜
新温泉町 湯村温泉街

（問）新温泉町商工会温泉支部
TEL.0796-92-1856
川に親しむつどい
7月22日（日）10：00〜13:30
豊岡市竹野町 竹野川
(中竹野小学校付近)

（問）竹野ふるさと創生協会
（北前館内）
TEL.0796-47-2020
よふど温泉 はす祭り
7月22日（日） 10：00〜 
朝来市山東町与布土
よふど温泉

（問）よふど温泉
TEL.079-670-7070

海開き行事
７月１日（日） 但馬各地
小又川滝トレッキング
7月1日（日）9:00〜16:00
新温泉町 小又川渓谷

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
一円電車体験乗車会
11月までの毎月第１日曜日
10:00～15:00
養父市大屋町明延
あけのべ自然学校

（問）あけのべ自然学校
TEL.079-668-0258（平日）
竹野浜オープンウォーター
スイミング大会
７月8日（日）
豊岡市竹野町 竹野浜海水浴場

（問）たけの観光協会
TEL.0796-47-1080
第3回神鍋高原キャベツまつり
７月8日（日）
豊岡市 道の駅「神鍋高原」

（問）道の駅「神鍋高原」
TEL.0796-45-1331

薬師祭
７月8日（日）
豊岡市但東町栗尾 松禅寺

（問）松禅寺
TEL.0796-55-0034
山陰海岸ジオパーク遊覧船就航
７月8日（日）〜8月19日（日）
豊岡市竹野町 竹野港発着

（問）たけの観光協会
TEL.0796-47-1080
猿尾滝まつり
7月8日（日） 10：00〜14：30
香美町村岡区日影 猿尾滝

（問）香美町村岡観光協会
TEL.0796-94-0123
青井浜ワンワンビーチ開設
7月8日（日）〜8月19日（日）
豊岡市竹野町 青井浜

（問）たけの観光協会
TEL.0796-47-1080
竹野海岸ウミナリエ
7月21日（土）〜8月25日（土）
豊岡市 竹野浜海浜緑地

（問）豊岡市商工会竹野支所
TEL.0796-47-1771
子どもの野生復帰大作戦

「豊岡ファミリーキャンプ」
7月14日（土）・15日（日）
豊岡市 奈佐森林公園

（問）豊岡市生涯学習課
TEL.0796-23-0341
八鹿夏まつり
7月14日（土）・15日（日）
※花火は15日 20:00〜
養父市八鹿町八鹿

（問）八鹿夏まつり実行委員会
TEL.079-662-8778

城崎温泉 2012夏物語
７月23日（月）〜8月26日（日）
※夢花火は上記期間中の
平日と8月26日（日）
豊岡市 城崎温泉街

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663
日高夏まつり
7月23日（月） 16:00〜
豊岡市 ＪＲ江原駅周辺

（問）日高夏まつり実行委員会
（豊岡市商工会日高支所内）
TEL.0796-42-1251
竹田松明祭り
7月23日（月）19：30頃〜
朝来市和田山町竹田
朝来橋下流

（問）和田山町観光協会
TEL.079-672-4003
万燈の火祭り
7月24日（火）19：00〜20：00
香美町香住区三谷
矢田川河川敷

（問）香住観光協会
TEL.0796-36-1234
上山高原キャンプ
7月28日（土）〜29日（日）13:00〜
新温泉町 上山高原
大人4,000円、子ども2,000円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
たけの海上花火大会
7月30日（月） 20：00〜21:00
豊岡市 竹野浜海水浴場

（問）たけの観光協会
TEL.0796-47-1080

「植村直己冒険賞」受賞者展
７月中旬〜11月下旬
豊岡市 植村直己冒険館

（問）植村直己冒険館
TEL.0796-44-1515

柳まつり
8月1日（水）・2日（木）
豊岡市 豊岡駅前通他

（問）柳まつり実行委員会
（豊岡商工会議所内）
TEL.0796-22-4456
魚とちびっ子
8月3日（金） 13：00〜
※受付は正午から
香美町香住区下浜
三田浜海水浴場

（問）香住観光協会
TEL.0796-36-1234

蓮まつり ８月5日（日） 
豊岡市但東町平田

（問）但東シルクロード観光協会
TEL.0796-54-0500

Event Calendar
第37回神鍋火山まつり
8月5日（日）18:00〜
花火打上 20:00〜20：30
豊岡市日高町 神鍋山周辺

（問）神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800
佐津川七夕まつり
8月5日（日）19：30〜（予定）
花火 20：15〜（予定）
香美町香住区訓谷 佐津川河川敷

（問）実行委員会
TEL.0796-38-0845
び～ちふぇすた2012
いん しんおんせん
8月5日（日）8：30〜16：00
新温泉町 浜坂県民サンビーチ

（問）実行委員会
（新温泉町社会教育課内）
TEL.0796-82-5629
第36回城崎温泉ふるさと祭り

（ゆかたの日）
８月6日（月） 18：00〜
豊岡市 城崎温泉街

（問）同実行委員会
（豊岡市商工会城崎支所内）
TEL.0796-32-4411
夏の収穫祭
8月10日（金）予定
9：00〜12：00
香美町村岡区大糠
道の駅「村岡ファームガーデン」

（問）道の駅「村岡ファームガーデン」
TEL.0796-98-1129
生野夏物語
8月13日（月）〜15日（水）
18：00頃〜
朝来市生野町小野、口銀谷他

（問）生野支所地域振興課
TEL.079-679-5801
大屋ふるさと祭り
8月15日（水） 
養父市大屋町大屋市場

（問）おおや観光案内所
TEL.079-669-1104
若杉ざんざか踊
8月16日（木）13:30〜
養父市大屋町若杉 三社神社
大杉ざんざこ踊
8月16日（木）14:10〜
養父市大屋町大杉 二宮神社

（問）おおや観光案内所
TEL.079-669-1104
やぶふるさとまつり
8月16日（木） 
養父市広谷

（問）やぶふるさとまつり奉賛会
TEL.079-664-0281
あさご夏祭り
8月16日（木）花火20：00〜
朝来市 朝来グラウンド周辺

（問）朝来支所地域振興課
TEL.079-677-1165
朝来市山東夏祭り
8月18日（土）・19日（日）
花火19日20：00 〜
朝来市 梁瀬小学校周辺

（問）山東支所地域振興課
TEL.079-676-2080

射添地区伝統芸能
（盆踊り・芸踊り）大会
8月18日（土）予定 18：00～
香美町村岡区川会
射添グラウンド

（問）村岡地域局
TEL.0796-94-0321
竹野南地区変装おどり大会
8月23日（木）20：00〜22：00
豊岡市竹野町森本
森本中学校

（問）竹野南地区公民館
TEL.0796-48-0008
湯村の火まつり
8月24日（金）18：30〜20：30
新温泉町湯 湯村温泉街

（問）湯区事務所
TEL.0796-92-1081
三宅の万灯さん
8月24日（金）19:30頃〜
養父市三宅　万灯山

（問）やぶ市観光協会
氷ノ山鉢伏支部
TEL.079-667-3113

せきのみやふれあいまつり
8月25日（土）  
養父市関宮 関宮コミュニ
ティスポーツセンター周辺

（問）やぶ市観光協会
TEL.079-664-1555
ビーチサッカー FESTA
8月25日（土）・26日（日）
8:30〜16:00

（問）ビーチサッカー実行委員会
（新温泉町社会教育課内）
TEL.0796-82-5629
大谿川納涼灯籠流し
８月26日（日）19：00〜
豊岡市 城崎温泉街「一の湯」前

（問）城崎温泉観光協会
TEL.0796-32-3663
愛宕の火祭り
8月26日（日）
10：00〜20：30
豊岡市出石町中村
伊福部神社

（問）但馬國出石観光協会
TEL.0796-52-4806

高丸の滝トレッキング
9月2日（日）9:00〜16:00
新温泉町青下地区
霧ヶ滝トレッキング
9月13日（木）9:00〜16:00
霧ヶ滝渓谷
大人1,000円、子ども800円

（問）上山高原ふるさと館
TEL.0796-99-4600
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８月

９月

14



Pick Up

第45回日本女子ソフトボール
1部リーグ第7節 豊岡大会
9月8日（土）10：30～・13:00～
9月9日（日）10：30～・13:00～
豊岡市日高町名色 但馬ドーム
前売：一般1,000円、中高生600円
当日：一般1,200円、中高生800円

（問）豊岡市スポーツ振興課
TEL.0796-21-9023
第4回香住ガニまつり
9月15日（土）9：00～12：30
香美町香住区香住
香住漁港西港

（問）香住観光協会
TEL.0796-36-1234
第19回公募展
木彫フォークアート・おおや
9月21日（金）〜10月8日（月・祝）
9:00〜17:00
養父市大屋町山路 おおやホール

（問）事務局
TEL.079-669-0120
出石藩きもの祭り
9月29日（土）・30日（日）
10:00〜16:00
豊岡市出石町内町
出石総合支所前広場

（問）出石まちづくり公社
TEL.0796-52-6045
道の駅「但馬のまほろば」
ロードサイドステーションフェスタ3
９月30日（日）
朝来市山東町大月
道の駅「但馬のまほろば」

（問）道の駅「但馬のまほろば」
TEL.０７９-６７６-５１２１
おおやのごちそう祭り
9月下旬
養父市大屋町山笠７
養父市立おおやホール前

（問）おおやごちそうの会
（代表：和田眞由美）
TEL.079-669-0707

落語 in おおや！全国素人名人会
8月4日(土)14:00開演
入場料500円
養父市おおやホール歌謡祭
9月9日(日)12:00開演
入場料1,000円
第19回木彫フォークアート・おおや
9月21日(金)～10月8日(月・祝)
9:00～17:00

（問）おおやホール
（養父市大屋町山路）
TEL.079-669-0120

おおやホール

Hall Information ●催し物の料金など詳細につきましては、各ホールへご確認ください。

ひぼこホール
中野勘太郎一座「国定忠治」
7月8日(日)
昼の部 開演13:00 ～
夜の部 開演18:30 ～
A 席1,500 円 B席1,000 円
桟敷席 2,400 円
来日50周年記念ベンチャーズ
ジャパンツアー2012
7月22日(日)18:00 開演
A 席 4,500 円 B席 4,000 円
桟敷席 7,200 円
東京大衆歌謡楽団
～日本人として
　忘れられない歌がある～
9月16日(日)13:30開演
A席1,000円　B席800円
桟敷席1,600円

（問）出石文化会館
（豊岡市出石町水上）
TEL.0796-52-6222

ビバホール
第10回ビバホール
チェロコンクール一次予選
7月18日(水)10:00開演予定
7月19日(木)10:00開演予定
チェロコンクール二次予選
7月20日(金)10:00開演予定
チェロコンクール本選
7月22日(日)12:00開演予定
入場料500円 高校生以下無料
鼓童 ONE EARTH 
TOUR2012 ～伝説
9月30日(日)19:00開演
友の会3,000円　
一般3,500円
※友の会8月1日(水)～
※一般8月8日(水)～

（問）養父市立養父公民館
（養父市広谷）
TEL.079-664-1141

グラント・スチュアートカ
ルテット JAZZライブ
7月20日(金) 18:30開演 
全席指定席
入場料3,000円
劇団俳協ミュージカル
｢かいけつゾロリ」
8月25日(土)14:00開演
全席自由席
大人1,000円
高校生以下500円

（問）朝来市 生野マインホール
（朝来市生野町口銀谷）
TEL.079-679-4500

生野マインホール

三ツ橋敬子＆兵庫芸術文化
センター管弦楽団演奏会
ソリストに朴葵姫(ギター)
9月29日(土)15:00開演
大人3,000円
高校生以下1,000円

（問）朝来市 和田山ジュピターホール
（朝来市和田山町玉置）
TEL.079-672-1000

和田山ジュピターホール

八鹿文化会館
大阪大学交響楽団演奏会
８月３０日（木）14：00～ 無料
養父市吹奏楽祭  無料
９月３０日（日）13:30～

（問）養父市立八鹿公民館
TEL.079-662-6141

豊岡市民会館
宗次郎オカリナコンサート

『古～いにしえみち～道』                                               
7月14日（土）
18：00開場 18：30開演
全席指定席 一般3,000円
中学生以下1,500円
※当日500円増
とよおか・シネマオアシスVOL.8

『ライフ -いのちをつなぐ物語-』                                               
8月5日（日） 
①10：00開場 10：30上映
②13：30開場 14：00上映
2回上映  全席自由席
一般1,000円
中学生以下500円
第10回アカペリンピック
in とよおか
9月1日（土）
17：30開場 18：00開演（予定）
全席自由席 大人700円
ペアチケット1,000円　  
高校生以下無料 
※当日300円増

（問）豊岡市民会館
（豊岡市立野町）
TEL.0796-23-0255

Marathon・Jogging
第33回兵庫神鍋高原マラソン全国大会
8月26日（日）  8：20スタート！（雨天決行） 
豊岡市日高町名色 県立但馬ドーム
全国のランナー 5,000人が健脚を競い、市
民でもてなす大会。
◎競技種目
5km、10km、ハーフ、ファミリージョギング

（問）大会事務局（豊岡市スポーツ振興課）　
TEL.0796-21-9023
第15回村岡ダブルフルウルトラランニング
9月30日（日）5：00 〜  香美町村岡区全域
日本屈指の山岳ウルトラランニング。登り総距
離はなんと2,550 ｍで、ランナーのどぎもを
抜く険しさ、その反面、山々を巡る景観の素晴
らしさや充実した食べ物の豊富なエイドを多
数用意し、感動と涙を呼ぶ大会。
◎参加料：100 キロ／ 14,000 円、88 キロ
／ 12,000 円、特別記念コース66 キロ／
10,000 円、44 キロ／ 7,000 円
※申込は6月30日（土）まで

（問）大会事務局  TEL.0796-94-0298

朝来市和田山町夏祭り
和田山地蔵祭り花火大会
朝来市和田山町／東河橋下流
8月22日・23日 （花火…23日 19：30～）
但馬三大祭りの一つ。趣向を凝らした「造り物」や
踊りの練り込みに加え、200店を超える夜店が夏
祭りの風情を感じさせる。花火大会は、炸裂音が周
囲の山々に反響して迫力満点。クライマックスに
は大規模なスターマインの早打ちが行われる。

（問）朝来市和田山地域振興課  TEL.079-672-6137

8月
22・23日
（水）  （木）　

豊岡市岩井1598-34 ／コウノトリ但馬空港
7月28日・29日 9：30～16：00
エアロバティックや各種航空機のデモフライトを
中心としたエアショー等、見て楽しむ航空イベン
トを始め、参加・体験型イベントやステージでの
キャラクターショーなどが開催される。

（問）実行委員会事務局  TEL.0796-23-1401

7月
28・29日
（土）  （日）　

コウノトリ但馬空港フェスティバル’12

豊岡市民プラザ
豊岡市ホールスタッフ養成講座
７月５日(木) 音響基礎実習
７月1２日（木） 修了講座
無料
第5回フォークまつり
７月８日(日)14:00開演
一般1,０００円 高校生以下５００円
※当日2００円増
平和を願う朗読劇・
豊岡2012 『祈り―1945』
８月４日(土)１９：００開演
８月5日(日)１4：００開演 
一般５００円 高校生以下無料

「丸木美術館 原爆の図」展
8月３日（金）～９日（木）
９：００～２２：００ 無料
（※7日（火）休館・最終日１７:00） 
平田オリザ in豊岡
高校生のための演劇
特別ワークショップ
８月９日(木 )・１０日（金）
無料（※要申込）

Tajima Raising Rock Festival
『第９回 高校生バンドバトル』
『High Space:A Live』（社会人)
８月１９日（日）11:00開演
無料（※整理券要）
神戸大学児童文化研究会豊岡公演
８月23日（木）10：00開演
入場無料
福島県立いわき総合高校・
演劇部 豊岡公演

『Final Fantasy for
ⅩⅠ.Ⅲ.MMⅩⅠ（11.3.2011）』
８月２５日(土)１９：００開演
８月２6日(日)１4：００開演
一般1,000 円 高校生以下無料
アートスクールⅢ
コミュニティアートプログラム
オペラ鑑賞講座『オペラを観る夕べ』
９月２１日（金）１９：００～

『椿姫』作・ヴェルディ
９月２８日（金）１９：００～

『トスカ』作・プッチーニ
１０月５日（金）１９：００～
『ラ・ボエーム』作・プッチーニ
無料（※要申込）

（問）豊岡市民プラザ
（豊岡市大手町アイティ7F）
TEL.0796-24-3000

９月
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Spot Information ●各イベント、教室などには参加費・材料費が必要な場合があります。定員数が限られる場合もありますのでご確認ください。

但馬全天候運動場
陸上(短距離走)
トップジュニア養成スクール
7月4日(水)～9月19日(水)
16:45～ 参加費1,000円

（問）但馬全天候運動場
（養父市八鹿町国木）
TEL.079-663-2021

パフェづくり体験（第1回）
7月1日（日）13:30～
参加料300円　定員40名
ウチョウラン展
7月7日（土）・8日（日）
9:30～16:30
羊毛の動物ストラップ作り体験
7月8日（日）13:30～
参加料400円 15組30名
そうめん流し
7月15日（日）13:30～
7月16日（月・祝）13:30～
参加料100円 定員100名
カブトムシ ワールドカップ
7月22日（日）13:30～
定員30名
さかなのつかみどり
8月4日（土）10:00～
参加料500円 定員80名
ミュージックフェティバル
ｉｎ牧場公園
8月5日（日）
パフェづくり体験（第2回）
8月12日（日）13:30～
参加料300円 定員40名

但馬牧場公園
カウボーイゲーム
8月19日（日）13:30～
定員50名
プリン作り体験
8月26日（日）13:30～
参加料300円 定員30名
第19 回 但馬“牛まつり”絵展
9月7日（金）～23日（日）
９:00～
但馬“牛まつり”プレイベント
但馬ビーフ焼肉の試食
9月16日（日）10:30～
参加料100円 定員150名
但馬牛クイズ大会
9月16日（日）・17日（月・祝）
13:30～
但馬牛とモ～っとふれあおう
9月16日（日）・17日（月・祝）
14:00～
第19 回 但馬“牛まつり”
9月23日（日）10:00～

（問）但馬“牛まつり”実行委員会
TEL.0796-92-1131

（問）県立但馬牧場公園
（新温泉町丹土）
TEL.0796-92-2641

第16回日本旅行杯
ゲートボール大会
7月3日(火)・4日(水)
(問)兵庫県ゲートボール連合
TEL.079-292-8900
第1回世界ジオパークトレイルラン
2012 in 山陰海岸(神鍋高原)
7月8日(日)
(問)実行委員会事務局
TEL.06-6441-6100
第55回近畿高等学校
女子ソフトボール選手権大会
7月21日(土)～23日(月)
但馬ドームサマーミュージアム
8月1日(水)～31日(金)
但馬ドームインラインスケート
夏季体験教室
8月6日(月)～10日(金)
西日本医科学生総合体育大会
ラグビー競技大会決勝
8月11日(土)

但馬ドーム
第15回神鍋ジュニアサッカー
サマーカーニバル
8月13日(月)～15日(水)
(問)二チレク
TEL.06-6243-3351
神鍋少年サッカー大会2012
8月1７日(金)～1９日(日)
(問)神鍋観光協会
TEL.0796-45-0800
近畿高等学校土木会
ものづくりコンテスト測量大会
8月28日(火)
(問)近畿高校土木会（豊岡総合高）
TEL.0796-22-7177

（問）県立但馬ドーム
（豊岡市日高町名色）
TEL.0796-45-1900

木の殿堂
「小黒三郎組み木教室」
6月30日(土) 

（上級）13:30～15:30
7月1日(日)

（初級）10:00～12:00
（中級）13:30～15:30
定員各14名 参加料1,200円
探鳥会 7月1日(日)
料金100円 定員20名
山本ふう 押し花絵展
8月1日(水)～9月2日(日)
夏休み親子おもちゃ教室
8月19日(日)の午前中
定員14組 参加料1,000円
第15回森と木のクラフト展
9月8日(土)～30日(日)

（問）木の殿堂
（香美町村岡区和池）
TEL.0796-96-1388

南但馬自然学校
遊友体験活動 里山遊友体験①

「きみも昆虫博士になろう!」
～森の生き物さがし～
７月７日(土) 9:30～12:00
自然学校講座(指導者入門）

「兵庫県の自然学校と体験
活動について」等
8月28(火)～30日(木)
宿泊料、食事代、リネン料、
保険料、活動材料費
※全日程参加の場合

6,500円
（問）県立南但馬自然学校
（朝来市山東町迫間）
TEL.079-676-4731

兎和野高原野外教育センター

手作りピザ教室
7月7日(土) (年間7回開催)
一般各40名
初めての親子キャンプ
8月25日(土)～26日(日)
親子・家族50名
きのこ観察会
9月22日(土・祝)～23日(日)
一般50名
秋のオートキャンプフェスタ
9月29日(土)～30日(日)
一般50名
うわのカップGG夏季大会
7月12日(木)
申込締切：7月7日(土)
第4回うわのGG競技会
9月4日(火)
申込締切：8月30日(木)
第5回うわのGG競技会
9月13日(木)
申込締切日：9月8日(土)　
第６回うわのGG競技会
9月２５日(火)
申込締切 ：9月２０日(木)
※GGはともに一般200名

（問）兎和野高原野外教育センター
（香美町村岡区宿）
TEL.0796-94-0211

その後20年の軌跡+New！
ドッキングアート2012
～7月8日(日)10:00～18:00
あさご芸術の森大賞展
10年の軌跡
6月9日(土)～8月26日(日)
南極展
7月14日(土)～8月26日(日)
そりのあるかたち 澄川喜一展
9月1日(土)～9月30日(日)
アートフェスティバル　
アートDE遊ぼう
7月27日(金）～7月29日(日)
9:30～16:00 1,000円

（※28日は最終受付11:00）
ダムの風に吹かれてコンサート
7月28日(土)18:00開演
前売り2,000円、当日2,500円

（問）あさご芸術の森美術館
（朝来市多々良木）
8月まで10：00～18：00
9月から10：00～17：00

（入館は閉館の30分前まで）
大人500円 高大生300円
小中学生200円
TEL.079-670-4111

あさご芸術の森美術館

GEO TOPICS
「山陰海岸ジオパーク写真コンクール」開催
世界ジオパークネットワークに加盟認定となった「山陰
海岸ジオパーク」エリアの魅力をテーマにした、写真コ
ンクールを開催する。どしどし応募しよう。
　【テーマ】 山陰海岸ジオパークエリア内の地域の魅力を
表現豊かにあらわした作品　【応募規定】 自作未発表
の作品で、おおむね２年以内に撮影したもの／サイズは
キャビネ（２L 含む）以上ワイド四ツ切まで／応募作品
数は一人５点以内、誰でも応募可能 他

【応募規定】 作品の裏面に、氏名(フリガナ)、住所、電
話番号、撮影場所、撮影年月日、作品の題名を記入した

瀬畑 亮 セロテープアート展
7月22日(日)～10月21日(日)
美術講座 アートワークショップ
夏休み工作に挑戦（空中水族館）
7月29日(日)14:00～16:30
小学生15名程度
1・2年生は保護者同伴
受講料1,000円（材料費込）
セロテープアート
①7月22日(日)
②8月26日(日)
14:00～16:30
小学生15名程度
1・2年生は保護者同伴
受講料1,000円（材料費込）
初心者カヌースクール
＆円山川リバーツーリング
1期：7月16日(月・祝) 
2期：8月26日(日)
10:30～14:30
中学生以上 各期20名程度
受講料3,000円

円山川公苑
円山川カッターツアー
厳島神社コース
希望日(要予約)1艇２時間
大人7名を含む10名程度
※小学生以上 受講料4,000円
円山川カヌー自然体験ツアー
2期：7月8日(日)
3期：8月12日(日)
4期：9月9日(日)
10:30～12:30
小学生以上

（小学生は保護者同伴要）
各期15名程度
受講料：2人乗り4,000円
1人乗り2,500円

（問）県立円山川公苑
（豊岡市小島）
TEL.0796-28-3085

◆文教府ギャラリー◆
生きがい創造学院絵画教室
水彩画展
7月4日(水)～16日(月・祝)
9:00～17:00（最終日15:00まで）
第5回フォトサークル
青空写真展
7月18日(水) ～29日(日)
9:00～17:00（最終日15:00まで）
第9回川柳こころのひろば展
8月1日(水) ～12日(日)
9:00～17:00（最終日15:00まで）
楽しいてんこく教室展
8月14日(火) ～26日(日)
9:00～17:00（最終日15:00まで）

但馬文教府 
第35回但馬美術展
8月10日( 金) ～27日( 月)
9:00 ～17:00
第45回文教府夏期大学
8月18日( 土)10:00 ～
講師：金田一 秀穂 氏
　　  玉岡 かおる 氏
豊岡市民会館文化ホール
参加費1,500 円( 会員券)
第45回科学する但馬の子ども作品展
9月15日( 土) ～26日(水)
9:00 ～17:00

（問）但馬文教府
（豊岡市妙楽寺41-1）
TEL.0796-22-4407

応募票（同一様式の自作応募票でも可）をセロハンテー
プではり付けて（のり付け厳禁）、応募

【各賞】特選：1点（賞状、副賞5万円）、入選：10点程度（賞
状、副賞 2 万円）、佳作：10点程度（賞状、副賞1万円）

【募集期間】 平成 25 年1月11日（金）まで（必着）
（問・応募先）鳥取県文化観光局観光政策課
山陰海岸ジオパーク写真コンクール担当
〒680-8570  鳥取県鳥取市東町1-220
TEL.0857-26-7236

（問・応募先）山陰海岸ジオパーク推進協議会　
〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町 7-11

（兵庫県豊岡総合庁舎内）TEL.0796-26-3783
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